
  

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

 25年３月期の配当予想につきましては、現時点では上記の範囲内にて予定しております。 
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  (百万円未満切捨て)

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期第２四半期  80,152  5.1  1,428  36.1  1,412  32.7  810  62.2

24年３月期第２四半期  76,285  4.0  1,050  8.3  1,064  18.6  499  33.2

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 △623百万円（ ％） －   24年３月期第２四半期 50百万円 （ ％） －

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭

25年３月期第２四半期  37.20 －

24年３月期第２四半期  22.93 －

   総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  92,735  26,157  28.0

24年３月期  97,810  27,053  27.5

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 25,991百万円   24年３月期 26,890百万円 

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 
24年３月期  － 7.50 － 12.50  20.00

25年３月期  － 10.00   

25年３月期（予想）     －
～
10.00
12.50

 
～  
20.00
22.50

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期  168,000  2.8  3,200  6.3  3,200  2.9  1,850  8.6  84.91

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名） 

 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 有

1 上海佐商貿易有限公司 －

（注）詳細は、添付資料３ページ 「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）当四半期連結累計期間

   における重要な子会社の異動」をご覧ください。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。

   詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上

   の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 21,790,350株 24年３月期 21,790,350株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 3,955株 24年３月期 3,913株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 21,786,406株 24年３月期２Ｑ 21,786,553株

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての

注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性

的情報」をご覧下さい。 

 また、当期の配当予想につきましては、現時点においても引続き不透明な経営環境であることを鑑み、上記の予想

に変更はございません。なお、今後の経済情勢・需要動向に注視しつつ、具体的な配当予想額の開示が可能となった

時点で速やかに開示いたします。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、長引く欧州債務危機に中国の景気減速が加わり不透明感が

増す世界経済の中、東日本大震災の復興需要とエコカー補助金などの政策により堅調に推移しました。 

このような状況下におきまして、当社グループの連結業績は、主要取引業界である商用車業界の国内及びアジ

ア向け取引が好調に推移したことにより、売上高は801億5千2百万円（前年同期比5.1％増）、営業利益は14億2

千8百万円（前年同期比36.1％増）、経常利益は14億1千2百万円（前年同期比32.7％増）、四半期純利益は8億1

千万円（前年同期比62.2％増）となりました。  

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①鉄鋼事業 

鉄鋼事業においては、主力の商用車業界の販売が国内、国外共に好調に推移した結果、売上高は550億2千6

百万円（前年同期比1.6％増）となり、営業利益率の改善の結果、営業利益は10億9千1百万円（前年同期比

25.5％増）となりました。 

②非鉄金属事業 

非鉄金属事業においては、鉄鋼事業と同様に商用車業界の販売が好調に推移した結果、売上高は114億7千3

百万円（前年同期比16.8％増）、営業利益は9千4百万円（前年同期比22.4％増）となりました。   

③電子材料事業 

電子材料事業においては、主力の車載機器向けプリント配線基板用積層板がエコカー補助金の駆け込み需

要により好調に推移した結果、売上高は72億5千5百万円（前年同期比2.2％増）となり、営業利益率の改善の

結果、営業利益は1億5千万円（前年同期比30.1％増）となりました。 

④ライフ営業事業 

ライフ営業事業においては、米国向け洋食器の販売が落ち込みましたが現在展開している直営店６店舗に

大阪府泉佐野市と北海道北広島市の２店舗を加え消費者マーケットへの対応を強化した結果、売上高は33億5

千6百万円（前年同期比1.2％減）となりましたが、パーソナルカラオケ事業が堅調に推移したことにより営

業利益は9千7百万円（前年同期比1,945.2％増）となりました。 

⑤機械・工具事業 

機械・工具事業においては、エコカー補助金の駆け込み需要及びアジア向け設備需要が増加した結果、売

上高は30億4千1百万円（前年同期比67.3％増）となり、営業損失は5百万円（前年同期は営業損失1千7百万

円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産 

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べて50億7千5百万円減少し927

億3千5百万円となりました。その要因の主なものは、流動資産において、受取手形及び売掛金が減少したこ

と等により33億3千5百万円減少したこと、また、固定資産において投資有価証券が減少したこと等により17

億3千9百万円減少したことであります。 

②負債 

当第２四半期連結会計期間末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べて41億7千8百万円減少し665

億7千8百万円となりました。その要因の主なものは、流動負債において、支払手形及び買掛金や未払法人税

等が減少したこと等により44億5千1百万円減少したこと、固定負債において長期借入金が増加したこと等に

より2億7千2百万円増加したことであります。  

③純資産 

当第２四半期連結会計期間末の純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて8億9千6百万円減少し

261億5千7百万円となりました。その要因の主なものは、利益剰余金が5億3千9百万円増加したこと、その他

の包括利益累計額においてその他有価証券評価差額金が13億9千6百万円減少したことによるものでありま

す。  

④キャッシュ・フローの状況 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税金等調整前四半期純利益が12億1千2百万円となりましたが、売上債権の減少額45億3千8百万円、たな卸

資産の減少額1億2千2百万円、仕入債務の減少額46億5千7百万円、減価償却費4億4千1百万円等により、10億1

千5百万円の収入となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資有価証券の取得による支出5億3千7百万円、有形固定資産の取得による支出5億1千5百万円及び子会社

株式の取得による支出1億3千5百万円等により、12億8百万円の支出となりました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 社債の償還による支出1億円や配当金の支払額2億7千1百万円等に対し長期借入金の純増額13億8千5百万円

により、10億4千1百万円の収入となりました。 

 これらの結果から当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ9億

7千3百万円増加し、23億3千5百万円となりました。    

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の我が国を取り巻く世界環境は、アセアン諸国では底堅い内需が見込まれるものの、欧州債務危機による

先進国の景気悪化や中国の景気減速など不安定な要素が多く不透明な状況が続くと予想されます。 

我が国全体を取り巻く状況は不透明ではありますが、当社の主要取引業界である商用車業界は堅調に推移する

と予想されることから、平成24年５月10日の決算短信で公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  持分法を適用しておりました上海佐商貿易有限公司は、重要性が増したため、第１四半期連結会計期間より  

 連結の範囲に含めております。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後 

 に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

  これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,810 3,783

受取手形及び売掛金 53,929 49,376

商品及び製品 17,308 17,203

繰延税金資産 462 562

その他 551 789

貸倒引当金 △104 △93

流動資産合計 74,958 71,622

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,676 4,492

土地 5,943 5,943

その他（純額） 1,493 1,774

有形固定資産合計 12,113 12,210

無形固定資産 103 89

投資その他の資産   

投資有価証券 9,644 7,964

その他 2,009 1,700

貸倒引当金 △1,018 △851

投資その他の資産合計 10,635 8,813

固定資産合計 22,852 21,113

資産合計 97,810 92,735
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 41,840 37,152

短期借入金 18,004 18,282

1年内償還予定の社債 200 200

未払法人税等 950 536

賞与引当金 656 613

その他 1,197 1,612

流動負債合計 62,849 58,398

固定負債   

社債 700 600

長期借入金 4,106 5,232

繰延税金負債 1,871 1,100

退職給付引当金 287 289

役員退職慰労引当金 217 26

その他 724 932

固定負債合計 7,907 8,179

負債合計 70,756 66,578

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,319 1,319

資本剰余金 880 880

利益剰余金 21,727 22,266

自己株式 △2 △4

株主資本合計 23,924 24,462

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,093 1,697

繰延ヘッジ損益 1 △2

為替換算調整勘定 △128 △165

その他の包括利益累計額合計 2,965 1,529

少数株主持分 163 165

純資産合計 27,053 26,157

負債純資産合計 97,810 92,735
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 76,285 80,152

売上原価 70,702 74,118

売上総利益 5,582 6,034

販売費及び一般管理費 4,532 4,605

営業利益 1,050 1,428

営業外収益   

受取利息 1 2

受取配当金 91 111

受取賃貸料 75 68

仕入割引 57 57

その他 85 15

営業外収益合計 311 256

営業外費用   

支払利息 129 134

手形売却損 3 2

売上債権売却損 29 32

賃貸費用 39 51

持分法による投資損失 61 17

その他 34 34

営業外費用合計 296 272

経常利益 1,064 1,412

特別利益   

固定資産売却益 2 1

投資有価証券売却益 12 －

特別利益合計 15 1

特別損失   

固定資産除売却損 0 4

投資有価証券評価損 － 183

会員権評価損 － 13

投資損失引当金繰入額 18 －

特別損失合計 18 201

税金等調整前四半期純利益 1,061 1,212

法人税、住民税及び事業税 534 519

法人税等調整額 24 △119

法人税等合計 558 399

少数株主損益調整前四半期純利益 503 812

少数株主利益 3 2

四半期純利益 499 810
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 503 812

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △398 △1,394

繰延ヘッジ損益 △2 △3

為替換算調整勘定 △51 △36

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 △2

その他の包括利益合計 △453 △1,436

四半期包括利益 50 △623

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 46 △626

少数株主に係る四半期包括利益 3 2
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,061 1,212

減価償却費 525 441

貸倒引当金の増減額（△は減少） 73 △178

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0 △191

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30 1

受取利息及び受取配当金 △92 △114

支払利息 129 134

持分法による投資損益（△は益） 61 17

投資有価証券売却損益（△は益） △12 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 183

固定資産除売却損益（△は益） △2 3

売上債権の増減額（△は増加） △3,834 4,538

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,285 122

仕入債務の増減額（△は減少） 1,304 △4,657

その他 187 451

小計 △1,914 1,965

利息及び配当金の受取額 103 114

利息の支払額 △128 △134

法人税等の支払額 △702 △931

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,642 1,015

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △107 △515

有形固定資産の売却による収入 6 2

無形固定資産の取得による支出 △3 △10

投資有価証券の取得による支出 △52 △537

投資有価証券の売却による収入 13 －

貸付けによる支出 △98 －

子会社株式の取得による支出 － △135

その他 △70 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △311 △1,208

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,728 35

長期借入れによる収入 1,200 2,100

長期借入金の返済による支出 △1,069 △714

社債の償還による支出 △100 △100

配当金の支払額 △216 △271

その他 △9 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,531 1,041

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △435 832

現金及び現金同等物の期首残高 2,180 1,362

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 140

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,744 2,335
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 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日)   

   報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注） セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

   

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

   報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注） セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

   

 当社子会社である植木鋼管株式会社は、平成24年10月16日に東京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行

いました。詳細については、同日付けにて発表しました「当社子会社の民事再生手続開始の申立て、債権の取立

不能のおそれ、当該子会社支援及び新会社の設立に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

  鉄鋼事業  非鉄金属事業 電子材料事業 ライフ営業事業 機械・工具事業 

 四半期連結損益 

 計算書計上額 

 （注） 

 売上高 

 外部顧客への売上高  

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高  

 

 

 

 

54,145

－

 

 

9,820

－

 

 

7,102

－

 

 

3,398

－

 

 

 

 

1,818

－

 

 

76,285

－

計  54,145  9,820  7,102  3,398  1,818  76,285

 セグメント利益 

 又は損失（△） 
 870  77  115  4  △17  1,050

  鉄鋼事業  非鉄金属事業 電子材料事業 ライフ営業事業 機械・工具事業 

 四半期連結損益 

 計算書計上額 

 （注） 

 売上高 

 外部顧客への売上高  

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高  

 

 

 

 

55,026

－

 

 

11,473

－

 

 

7,255

－

 

 

3,356

－

 

 

 

 

3,041

－

 

 

80,152

－

計  55,026  11,473  7,255  3,356  3,041  80,152

 セグメント利益 

 又は損失（△） 
 1,091  94  150  97  △5  1,428

（７）重要な後発事象
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